
平成１９年度第３回図書館協議会次第

日 時 平成２０年３月４日（火）

午後１時３０分から

場 所 千葉県立中央図書館 講堂

１ 開 会

２ 議長あいさつ

３ 議 題

（１）諸般の報告

ア 各館の事業報告について

イ その他

（２）協議

４ その他

５ 閉 会



１　概況 （平成２０年１月３１日現在）

833,412 冊 208,527 冊 194,925 冊 1,236,864 冊

12,157 点 8,270 点 3,534 点 23,961 点

1,072 点 14,627 点 7,298 点 22,997 点

3,560 誌 660 誌 383 誌 4,603 誌

79 紙 92 紙 27 紙 198 紙

37 種 11 種 4 種 52 種

入館者数 76,843 人 187,304 人 168,137 人 432,284 人

貸出冊数 42,301 冊 55,424 冊 52,347 冊 150,072 冊

調査相談件数 7,979 件 11,144 件 8,198 件 27,321 件

図書館協力車巡回施設 35 館 46 館･校 26 館 107 館･校

図書館間貸出冊数 32,652 冊 14,184 冊 23,009 冊 69,845 冊

２　館別事業報告

（１）　中央図書館 （平成２０年１月３１日現在）

事業名

　図書 8,955 冊
（購入 5,324 冊）
（寄贈 3,631 冊）

　マイクロ資料 79 点
　視聴覚資料 11 点
　電子出版資料  18 点（図書の内数）
　雑誌            　 3,363 誌

（購入 197 誌）
（寄贈 3,166 誌）

購入資料整備計画 　新聞             79 紙
　図書 5,552 冊 （購入 20 紙）
　マイクロ資料 90 点 （寄贈 59 紙）
　視聴覚資料 66 点 　法規集等追録　 37 ﾀｲﾄﾙ
　電子出版資料  15 点 （購入 5 ﾀｲﾄﾙ
　雑誌 197 誌 （寄贈 32 ﾀｲﾄﾙ）
　新聞 20 紙

　法規集等追録　 5 ﾀｲﾄﾙ

資料収集
整備

事業の計画 事業の実績（進捗状況）

県民の調査研究活動を支援するため、また県内の
市町村立図書館等への協力・援助を行うため、県
立西部・東部図書館と連携・分担して、調査研究に
資する資料を中心に収集整備する。
１　資料収集の方針
　県立図書館は、県民の調査研究及び知識・教養
の向上に資する資料を収集する。
２　資料収集の基準
　資料別収集方針による。

新　　聞

雑　　誌

図　　書

視聴覚資料

法規集等追録

月曜日、毎月第３金曜日、特別整理期間（春季・秋季）、年末年始

平日：9時から19時まで　土・日曜日、祝日・休日：9時から17時まで開　館　時　間

本館利用状況

（19年4月
1日～
20年1月
31日）

館外奉仕

休　  館　  日

マイクロ資料

合計東部図書館西部図書館

平成１９年度千葉県立図書館事業報告

中央図書館項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館名

資料



（１）　中央図書館 （平成２０年１月３１日現在）

事業名

研修

電算

その他

１　横断検索
利用者の利便性の向上及び図書館間相互協力業
務の円滑化を図るため、参加館の追加を行う。
２　資料の森（電子図書館）
県民が直接来館しなくても、自宅のパソコンから、
図書館が所蔵している貴重な資料を閲覧できるよう
にする。

１　千葉県公共図書館協会５０周年記念大会

２　日本図書館協会第９３回東京大会

１　県文化会館　平成１９年５月３１日　参加者　１２６名
　基調講演　知の拡大を支える図書館　放送大学附属図書館
長　柏倉康夫
　パネルディスカッション　越境する図書館　館種を超えた図書
館協力を求めて
２　日比谷公会堂，国立オリンピック記念青少年総合センター
　平成１９年１０月２９日～３０日　　参加者1760名

事業の実績（進捗状況）

図書館協力車
巡回施設数               35館
　　　　　　　　　　　　　　（県立2・18市・10町・3村・大学1・財団1）
巡回頻度　                県立図書館　週2回
　　　　　　　　　　　　　 　公共図書館等　週1回
図書館間貸出冊数  32,652冊
図書館間借受冊数  　5,381冊
複写件数                  118件
協力レファレンス       1,259件
巡回施設名
県立西部図書館、県立東部図書館、館山市図書館、南房総市
千倉図書館、鴨川市立図書館、勝浦市立図書館、御宿町公民
館、いすみ市夷隅文化会館図書室、大多喜町立大多喜図書館
天賞文庫、睦沢町中央公民館、一宮町まちの図書室、鋸南町
中央公民館、富津市移動図書館、君津市立中央図書館、木更
津市立図書館、袖ヶ浦市立中央図書館、市原市立中央図書
館、長柄町中央公民館、長南町中央公民館、長生村文化会
館、白子町青少年センター、茂原市立図書館、印旛村立図書
館、本埜ファミリア館、ふれあいプラザさかえ、成田市立図書
館、富里市立図書館、八街市立図書館、酒々井町立図書館、
佐倉市立佐倉南図書館、四街道市立図書館、千葉県教育振
興財団、八千代市立大和田図書館、習志野市立大久保図書
館、千葉県立衛生短期大学

１　横断検索
4自治体（習志野市、茂原市、野田市、流山市）12館を追加し、
参加館は30自治体60館になった。
２　資料の森（電子図書館）
絵地図や錦絵、和古書等20タイトルを電子化し、そのうち千葉
県報（明治8年～18年）を公開した。

研修事業
児童サービス基礎研修会　　　４回開催
　参加者延べ　１７３人
レファレンス研修会（レファレンスサービス基礎研修）　２回開催
　参加者延べ　　７７人
インターネット情報検索 　　　　２回開催
　参加者延べ　　３８人
レファレンス研修会（レファレンス専門研修）
　参加者４１人
図書館音訳者養成講座　　　　２回開催
　参加者延べ　　４８人
地域行政資料研修会
　参加者　３０名

１　図書館協力車の巡回
県立西部図書館及び県立東部図書館と、中央図書
館奉仕対象地域19市10町3村（千葉市は来館）の
公共図書館等との連絡調整等及び資料の相互貸
借を行うため、市町村立図書館、図書館未設置市
町村内の公民館図書室等読書施設、類縁機関へ
業者委託による協力車で巡回する。
２　図書館未設置市町村支援のため、図書館間貸
出を協力車の巡回で行うほか、図書館建設、公民
館図書室等に運営に関わる相談業務を行う。
３　市町村立図書館には調査相談、各種行事の協
力、館の運営相談等、援助業務を推進する。
４　県民の読書活動の普及推進を図るために、読
書会用図書（十冊文庫）の整備、貸出し及び県内読
書グループの育成・研修事業に協力する。

奉仕広報

市町村図
書館育成

市町村図書館職員等の資質向上及び図書館で活
動する朗読者の技術習得を図るため、各種の研修
会を開催する。

入館者数　                          76,843人
館外図書貸出冊数             　42,301冊
調査・相談件数                      7,979件

来館する県民に対して調査研究のための相談業
務、図書館資料の館内利用及び館外貸出し、並び
に国立国会図書館、県内外図書館、類縁機関との
協力による資料提供、書誌・索引の作成、その他集
会活動を行い、奉仕活動の拡充を図る。　施設利
用促進の取組みとして利用案内を作成し、来館者
へ配布

事業の計画



（２）　西部図書館 （平成２０年１月３１日現在）

事業名

研修

事業の計画 事業の実績（進捗状況）

資料収集
整備

　市立図書館を支援する図書館として，県民に資料
を提供するとともに，管内の公共図書館をバック
アップするため，県民の調査研究活動に必要な基
本図書や市立図書館では整備しにくい専門的資料
を中心に整備する。

資料整備計画
　図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，695冊
　マイクロ資料　　 　　　　　　　　　　 　　198点
　視聴覚資料　　　　　　　　　　　　　　　　25点
　電子出版資料　　　　　 　　　　　　　　　12点
　雑誌　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　417誌
　新聞　　　 　　　　　　　  　　　　　　　　　76紙
　法規集等追録　　　　　 　　　　　　　　　11種

　図書     　　　                      5,055 冊
　　　　　　　　　　　 （購入          3,525 冊）
　　　　 　　　　　　　（寄贈等       1,530 冊）
　マイクロ資料       　　　            213 点
　視聴覚資料          　　　          465 点
             　　　   (購入　　　　　　　　21点）
　　　　　　　　　　　（寄贈等          444 点）
　電子出版資料 　　　　　　　　　　   22 点
          　　　       （購入             10 点）
　　　　　　　　　　　（寄贈等           12 点）
　雑誌   　　　         　 　　　　　　  660 誌
　　　　　　　　　　　（購入             417 誌）
　　　　　　　　　　　（寄贈             243 誌）
　新聞           　　　  　             　92 紙
　　　　　　　　　　　（購入              76 紙）
　　　　　　　　　　  （寄贈              16 紙）
　法規集追録     　　　                11 種

奉仕広報

　利用者への閲覧・貸出・複製サービス業務のほ
か，口頭・電話・文書等の依頼による問い合わせに
対し，中央図書館及び東部図書館や国立国会図書
館，他の公共図書館等の相互協力により，資料の
所蔵調査や提供を行う。
　障害のある人も等しく図書館サービスを受けられ
るように，対面朗読や録音資料の貸出・郵送サービ
スやリクエストによる録音資料の製作を行う。
　利用者に端末機を開放し，インターネット情報を提
供するとともに，インターネットによる蔵書の検索，
朝日新聞のデジタル情報（聞蔵），日経テレコン21，
ＮＩＣＨＩＧＡＩ・ＷＥＢサービス，医中誌Ｗｅｂなど，外
部データベースを使った利用者サービスを積極的
に行う。
  館報｢West Library｣を発行する。

市町村図
書館育成

　市立図書館及び高等学校図書館，関連機関と連
絡協力を図り，求めに応じて資料の相互貸借・資料
検索・調査相談（協力レファレンス）・運営相談等を
行う。
　また，奉仕対象エリアの図書館等に対し図書館協
力車により，資料の搬送を行う。

図書館協力車
　巡回施設　           11 館･1大学･33高校･1施設　　計 46 施設
　巡回の頻度　　　　 週 1 回
　図書館間貸出     14,184 冊
　協力レファレンス　　      1,020 件
　複写枚数            155 枚

図書館協力業務
　県内公共図書館等所蔵新聞・雑誌総合目録の作成
　図書館協力事務担当者会議
　 年2回開催5月17日(ｴﾘｱ),2月27日(全県)

広報事業
　相互協力ＮＥＷＳ（月１回，３館担当課合同発行）
　子どもの本のつどい　11月17日

　資料補修研修会、図書館ネットワーク研修会、音
訳者養成講座や障害者サービス研修会を行い、市
町村立図書館職員等の資質向上やサービスの向
上を目指す。また、図書館に対する理解を利用者
がいっそう深められるよう図書館活用講座を開催す
る。

職員向け研修事業
　障害者サービス研修会  6月20日開催　31名
　資料補修研修会　7月5日開催　25名
　図書館ネットワーク研修会  9月5日開催　28名
　音訳者養成講座（中級）
   4回(1月17日,23日,30日,2月1日)開催 （延べ 75 名）

利用者向け研修事業
　図書館活用講座
 　6回(7月4日,9月19日,10月3日,11月7日,14日,21日)開催
 　（延べ 48 名）

奉仕事業
　入館者      187,304 人
　館外図書貸出 55,424 冊
　書庫出納     23,365 冊
　調査相談     11,144 件
　千葉県関係新聞記事採録  8,185 件,累計 219,606 件
　複製サービス 81,191 枚
　障害者サービス　録音資料貸出 4,244 ﾀｲﾄﾙ（11,280 本）
　録音資料の製作　24タイトル作成（内13タイトル完成）

広報事業
　館報｢West Library｣　６月，９月，12月，２月
　資料展示
　開館20周年記念事業　7月1日～16日



（３）　東部図書館 （平成２０年１月３１日現在）

事業名

　図書 10,980 冊
（購入 9,212 冊）
（寄贈 1,768 冊）

　マイクロ資料 90 点
資料整備計画 　視聴覚資料 98 点
　図書 9,260 冊 　電子出版資料  43 点（図書の内数）
　マイクロ資料   100点 　雑誌            　 383 誌
　視聴覚資料   120 点 （購入 286 誌）
　電子出版資料      25 点 （寄贈 97 誌）
　雑誌   286 誌 　新聞             27 紙
　新聞   　23 紙 （購入 23 紙）
　法規集等追録　      4 ﾀｲﾄﾙ （寄贈 4 紙）

　法規集等追録　 4 ﾀｲﾄﾙ

奉仕事業
入 館 者 168,137 人
館外貸出 52,347 冊
書庫出納 9,892 点
調査相談 8,198 件
複製サービス 14,694 枚
障害者サービス
　対面朗読 34 件
　録音図書貸出 4,059 点
　点字資料貸出 22 点
　録音図書作成 23 点 ４　ﾀｲﾄﾙ

各種講座　
文学講座(12/1) 46 人
映画鑑賞会 230 人（1月まで延べ）
　（8月を除く毎月1回開催）

図書館協力車　
巡回施設 26 館
相互貸借貸出 23,193 冊
相互貸借借受 2,868 冊
協力ﾚﾌｧﾚﾝｽ 965 件

巡回施設名

研修事業
図書館運営研修会

32 人
資料検索研修会 6 人
図書館音訳者養成講座（初級） ８回開催

参加者 延べ105 人
研修

市町村図書館職員等の資質向上及び図書館で活
動する朗読者の技術習得を図るため、各種の研修
会を開催する。

事業の計画

市町村図
書館育成

　市町村図書館等への援助は、県立図書館・県内
の公共図書館等との連絡・協力により、資料の図
書館間貸出し・参考調査（協力レファレンス）を行
う。
　奉仕対象エリアの図書館等読書施設及び高等学
校・大学に対しては、図書館協力車の巡回により資
料の搬送を行うほか、職員が直接出向き運営相談
を実施する。

資料収集
整備

　図書は、各分野の基本的資料も含め体系的な資
料構成とし、中央図書館、西部図書館と密接な連
携を保ちながら資料の充実を図る。

奉仕広報

事業の実績（進捗状況）

　館内奉仕関係は、利用者への閲覧・貸出・複製
サービスを行うほか、口頭・電話・文書等による問
い合わせに対し、インターネット等を使用して他の
公共図書館等と相互協力を図り、資料の所蔵調査
や提供を行う。
　また、障害者サービスとして、対面朗読や録音図
書の作成及び貸出しを行う。
　 各種講座は、県民の文化的教養を高めるため、
文学・歴史講座及び映画鑑賞会を開催する。
　その他、館内で行う資料展示の内容をホーム
ページ上に公開するほか、研修室を活用する際に
はブックリストを作成し配布する。

香取市立佐原中央図書館、銚子市公正図書館、旭市図書館、
匝瑳市立八日市場図書館、山武市成東図書館、東金市立東
金図書館、東庄町図書館、横芝光町立図書館、神崎ふれあい
プラザ図書室、多古町公民館、大網白里町図書室、九十九里
町中央公民館、芝山町中央公民館、県立佐原高校、県立佐原
白楊高校、県立小見川高校、県立多古高校、市立銚子高校、
県立銚子商業高校、県立銚子水産高校、県立東総工業高校、
県立松尾高校、県立成東高校、県立東金高校、城西国際大
学、千葉科学大学
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